
海藻を知る
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 原色ワイド図鑑  Picture encyclopedia  海藻・菌類 学研 1994 031/15/15(東部)

2
藻類の教材化に関する研究  マクサを中心としたテングサ類研
究の現状  1

赤塚 伊三武　著
日本私学

教育研究所
1982 3754/A33/1(中央)

3 海浜生活の歴史と民俗 田辺 悟　著 慶友社 2005 38436/17(中央)

4 標準原色図鑑全集    15　海藻・海浜植物 保育社 1978 4038/1/15

5 学研生物図鑑  特徴がすぐわかる  12　海藻 学研 1990 4603/3/12

6 東京湾の生物誌 沼田 真　編 築地書館 1997 46213/1

7 植物の起源と進化 E.J.H.コーナー　著 八坂書房 1989 4710/2

8 植物系統進化学 井上 浩　責任編集 築地書館 1974 471/SH96(中央)

9 藻類多様性の生物学 千原 光雄　編著
内田老鶴

圃
1997 474/2(中央)

10 藻類の多様性と系統 千原 光雄　編 裳華房 1999 474/2

11 潮だまりの海藻に聞く海の自然史 宮田 昌彦　著 岩波書店 1999 474/2(東部)

12 藻類30億年の自然史  藻類から見る生物進化・地球・環境 井上 勲　著
東海大学
出版会

2007 474/4

13 海藻の疑問50 日本藻類学会　編
成山堂
書店

2016 474/5

14 海藻  日本で見られる388種の生態写真+おしば標本 阿部 秀樹　写真
誠文堂
新光社

2012 474/6(東部)

15 海藻  海の森のふしぎ LIXIL出版 2013 474/7(東部)

16 海藻ハンドブック 横浜 康継　著
文一総合

出版
2013 474/8(東部)

17 海藻の生物学  細胞・個体・個体群・群落 A.R.O.チャプマン　著 共立出版 1981 474/C33(中央)

18 極東の海藻植生学的研究 谷口 森俊　著 井上書店 1987 474/TA87(中央)

19 海藻の謎  緑への道 横浜 康継　著 三省堂 1982 474/Y75(中央)

20 原色日本海藻図鑑 瀬川 宗吉　著 保育社 1978 4740/3

21 原色海藻検索図鑑 新崎 盛敏　著 北隆館 1975 4740/2

22 藻類学総説 広瀬 弘幸　著
内田老鶴
圃新社

1981 4740/5

23 藻類の生理生態学 W.M.ダーリー　著 培風館 1987 4740/6

24 藻類の生活史集成    第1巻 堀 輝三　編
内田老鶴

圃
1994 4740/7/1

千葉県立西部図書館展示　平成２９年７月２６日（水）～９月８日(金)

海藻の世界
海に囲まれた島国である日本では、古くから海藻は人々の生活に深く関わってきました。
現在でも海藻は、身近な食材であるとともに、医薬品や工業品の原料としても利用されています。
また、魚にすみかを提供し、海中の環境保全にも重要な役割を果たしています。
このように海藻は私たちの暮らしを陰ながら支えてくれています。
今回は、そんな海藻にスポットをあて、資料を集めました。ぜひお手に取ってご覧ください。

中央：県立中央図書館（千葉市）所蔵
東部：県立東部図書館（旭市）所蔵
それ以外は西部図書館所蔵
※雑誌は館内でご利用ください。
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No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

25 新日本海藻誌  日本産海藻類総覧 吉田 忠生　著
内田老鶴

圃
1998 47403/1

26 日本の海藻 千原 光雄　監修 学研 2002 47403/2

27 原色新海藻検索図鑑 新崎 盛敏　著 北隆館 2002 47403/3

28 日本の海藻  基本284 田中 次郎　解説 平凡社 2004 47403/4

29 日本海草図譜 大場 達之　著
北海道大
学出版会

2007 47403/5

30 藻類ハンドブック 渡邉 信　監修・編集委員長
エヌ・

ティー・エス
2012 47403/7

31 水産学全集    10
恒星社
厚生閣

1970
6608/SU52/10(中
央)

32 海藻の科学 大石 圭一　編 朝倉書店 1993 6648/2

33 海藻 宮下 章　著
法政大学
出版局

1974 6648/3(東部)

34 海藻学入門 西沢 一俊　著 講談社 1989 6648/N87(中央)

35 わかめ入門 佐藤 純一　著
日本食糧
新聞社

2015 6677/6(東部)

36 銚子の自然 銚子市観光協会　編
銚子市

観光協会
1965 C40/1(東部)

37 海藻を観察しよう 菊地 則雄　編集・執筆
千葉県立中央
博物館分館
海の博物館

2017 C474/1

38 海藻  35億年の旅人 宮田 昌彦　編
千葉県立

中央博物館
2010 C474/2

39
千葉生物誌    Ｖｏｌ．４４　Ｎｏ．１-２
「千葉県富津市棚海岸の海藻（その１）　海藻相と海藻群落」

千葉県
生物学会

1995 （雑誌）

40
海洋と生物    Ｎｏ．２１８　瀬戸内海の栄養塩管理　持続的な海
藻養殖に向けて

生物
研究社

2015 （雑誌）

41 milsil    ２０１６　Ｎｏ．３　海藻‐海の植物のしたたかな生き方‐
国立科学
博物館

2016 （雑誌）

身近な海藻　ノリ
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

42 平野榮次著作集    2　江戸前漁撈と海苔 平野 榮次　著 岩田書院 2005 3808/14/2(東部)

43 食の風俗民俗名著集成    8　海苔の風俗史
東京

書房社
1985 3838/SH96/8(中央)

44 海の民俗文化  漁撈習俗の伝播に関する実証的研究 小島 孝夫　編 明石書店 2005 38436/16(中央)

45 江戸名物浅草海苔私考 北村 正治　著 眺風会 1982 663/KI68(中央)

46 海苔の生物学 能登谷 正浩　編著
成山堂
書店

2000 6648/4

47 浅草海苔盛衰記  海苔の五百年 片田 実　著
成山堂
書店

1989 6668/2(東部)

48 海苔という生き物 能登谷 正浩　著
成山堂
書店

2002 6668/3

49 海苔の歴史 宮下 章　著
全国海苔問
屋協同組合

連合会
1970 667/MI83(中央)

50 海苔 宮下 章　著
法政大学
出版局

2003 6677/1

51 加工海苔入門 工藤 盛徳　他共著
日本食糧
新聞社

2009 6677/3/9(東部)

52 浦安の漁撈習俗    2　浦安市文化財調査報告  海苔
浦安市教
育委員会

2003 C384/3/2

53
千葉県立中央博物館自然誌研究報告    第10巻第2号
「千葉県における絶滅危惧種紅藻アサクサノリの生育」

千葉県立
中央博物館

2009 C46/1/10-2

2 



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

54 のり  東京湾のノリ　浦安市郷土博物館企画展 浦安市郷土博物館　編集
浦安市郷
土博物館

2002 C663/1

55 のり    1　浦安市郷土博物館調査報告　海苔養殖はいま 浦安市郷土博物館　編
浦安市郷
土博物館

2004 C663/4/1(中央)

56 のり    2　浦安市郷土博物館調査報告　ちば海苔いまむかし 浦安市郷土博物館　編集
浦安市郷
土博物館

2006 C663/1/2

57
船橋の海苔    船橋市郷土資料館資料観覧の手びき
第57回展示

船橋市郷
土資料館

1990 C6630/2

58 東京湾沿岸海苔漁業三百年の顚末 渡辺 亀代二　著 文芸社 2000 C666/1(東部)

59 のりー海苔養殖とヨシ  浦安市郷土博物館企画展 浦安市郷土博物館　編集
浦安市郷
土博物館

2011 C666/6

60 調べてみようふるさとの産業・文化・自然    3 中川 重年　監修
農山漁村
文化協会

2007 J291/ｼﾗ/3(中央)

61 のりができるまで
ひさかた

チャイルド
2013 J666/ﾉﾘ(中央)

身近な海藻　コンブ
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

62 昆布の道 大石 圭一　著 第一書房 1987 3838/16

63 日本産コンブ類図鑑 川嶋昭二 編・著
北日本海
洋センタ-

1993 4744/1

64 昆布  社団法人日本昆布協会創立10周年記念誌 中嶋 暉浩　編纂
日本昆布

協会
1986 6677/1(中央)

65 昆布売りでござる 遠藤 章弘　著
こんぶ
ぶんこ

1999 6677/2(東部)

66 近世日本海海運史の研究  北前船と抜荷 深井 甚三　著
東京堂
出版

2009 68321/37(東部)

海を支える海藻
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

67 里海の自然と生活    1 印南 敏秀　編
みずのわ

出版
2011 38436/23(中央)

68 海洋生物と炭素循環 鈴木 款　編
東京大学
出版会

1997 4688/2(中央)

69 藻場の海藻と造成技術 能登谷 正浩　編著
成山堂
書店

2003 6637/1(東部)

70 海藻を食べる魚たち  生態から利用まで 藤田 大介　編著
成山堂
書店

2006 6639/4(中央)

71 海の森づくり  いつまでも魚が食べられる環境へ 松田 惠明　著 緑書房 2010 6639/6(東部)

72 藻場を見守り育てる知恵と技術 藤田 大介　編著
成山堂
書店

2010 6639/17

73 藻場・海中林 日本水産学会　編
恒星社
厚生閣

1981 6648/1

74 磯焼けを海中林へ  岩礁生態系の世界 谷口 和也　著 裳華房 1998 6648/4(東部)

75 藻場とさかな  魚類生産学入門 小路 淳　著
成山堂
書店

2009 6648/7(東部)

76 サンゴ礁と海の生き物たち  地球環境を守るサンゴ礁 中村 庸夫　著
誠文堂
新光社

2006 J468/ﾅﾂ(中央)

77 養殖    ２００６年７月号　海藻・水草による環境修 緑書房 2006 （雑誌）

78 養殖    ２００９年２月号　藻場で海の力を取り戻そう 緑書房 2009 （雑誌）

79 養殖    ２０１１年２月号　藻場回復・磯焼け対策最前線 緑書房 2011 （雑誌）

海藻を利用する
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

80 応用細胞資源利用学    第1巻 日本応用細胞生物学会　編
大学教育

出版
2012 46304/2/1
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No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

81 海藻と育毛 山田 信夫　著
成山堂
書店

2010 4948/92

82 海藻フコイダンの科学 山田 信夫　著
成山堂
書店

2006 49939/3

83 有用海藻誌  海藻の資源開発と利用に向けて 大野 正夫　編著
内田老鶴

圃
2004 6648/1(中央)

84 海藻利用の科学 山田 信夫　著
成山堂
書店

2013 6685/2/13(東部)

85 海藻利用への基礎研究  その課題と展望 能登谷 正浩　編著
成山堂
書店

2003 6685/3

86 工芸の博物誌  手わざを支える人ともの 日本工芸会近畿支部　編 淡交社 2001 75021/11(中央)

海藻を食べる
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

87 日本の風と俗 日本風俗史学会　編 つくばね舎 2000 3821/60(東部)

88 日本の食文化大系    7　海藻譜
東京

書房社
1986 3838/73/7

89 全集日本の食文化    第12巻 芳賀 登　監修
雄山閣
出版

1999 38381/1/12(中央)

90 地域食材大百科    第5巻　魚介類,海藻
農山漁村
文化協会

2011 4985/296/5

91 食品多糖類  乳化・増粘・ゲル化の知識 国崎 直道　著 幸書房 2001 49851/21

92 海の幸・山の幸大百科    第1巻　魚介・海藻 ぎょうせい 1990 5960/22/1

93 だしの基本と日本料理  うま味のもとを解きあかす 柴田書店　編 柴田書店 2006 59621/70(東部)

94 精進料理野菜と乾物を生かす 長島 博　著 柴田書店 2008 59621/79(東部)

95 日本の食材帖乾物レシピ  常備もしやすい万能料理！ 三浦 理代　監修
主婦と
生活社

2012 5963/33(東部)

96 食と建築土木  たべものをつくる建築土木 後藤 治　監修 LIXIL出版 2013 6146/2(東部)

97 食材魚貝大百科    4　海藻類+魚類+海獣類ほか 平凡社 2000 6646/17/4

98 海藻の栄養学  若さと健康の素 大房 剛　著
成山堂
書店

2007 6648/6(東部)

99 食用藻類の栽培 三浦 昭雄　編
恒星社
厚生閣

1992 6668/1(東部)

100 海藻の食文化 今田 節子　著
成山堂
書店

2003 6677/5(東部)

101 寒天ものがたり  和菓子原材料展 虎屋 1999 6685/1(中央)

102 寒天・ところてん読本  本物をつくる・食べる・活かす 松橋 鐵治郎　著
農山漁村
文化協会

2008 6685/3(東部)

103 寒天・トコロテンの科学  その奇妙な性質と効用 松橋 鐵治郎　著 光琳 2012 6685/4(東部)

104
おくむらあやおふるさとの伝承料理    7　お日さまサンサン乾
物・干もの

奥村 彪生　文
農山漁村
文化協会

2006 J383/ｵｱ/7(中央)

105 未来へ伝えたい日本の伝統料理    5　四季を通じた料理 後藤 真樹　著 小峰書店 2010 J383/ｺﾏ/5(中央)

106 「食」で地域探検    6　地域の保存食 服部 幸応　監修・著 岩崎書店 2003 J383/ﾊﾕ/6(中央)

107 おもしろふしぎ日本の伝統食材    10　海そう おくむら あやお　作
農山漁村
文化協会

2009 J596/ｵｱ/10(中央)

108 身近な食べもののひみつ    5　すがたをかえる魚・海そう 学研 2006 J619/ﾐﾁ/5(中央)

千葉県立西部図書館 
〒270-2252 松戸市千駄堀657-7      

☎ 047-385-4133   ＨＰ http://www.library.pref.chiba.lg.jp 
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